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業 務 情 報 
（番組編集）
国内放送 1 月の番組編成について

〔編成局〕

総合テレビでは、元日に「これからの 10 年が人類の未来を決める」と言われる難題
に向き合うＮＨＫスペシャルを放送し、戦国時代を初めて４Ｋで撮影する大河ドラマ
「麒麟がくる」が始まる。Ｅテレでは作家・塩野七生が母校・学習院で高校生と対話す
る特別授業の模様や、台風 15 号で屋根を失ったカフェの復旧を手伝うため再訪する「ふ
るカフェ系ハルさんの休日」ＳＰを編成。ＢＳ１では、戦国時代から 400 年続く日本
とローマ教皇の交流や、大震災に見舞われた神戸で生まれた歌が国内外の被災地を励
ましてきた 25 年間を伝える。ＢＳプレミアムでは、「即位の礼」翌日の晩餐会で最上
のサービスを提供しようと奮闘したホテルマンに密着し、山本周五郎の名作「さぶ」を
フレッシュなキャストでドラマ化する。ＢＳ４Ｋでは、器をめぐる人類の発見と進化
を「色」を切り口に描き、ＢＳ８Ｋではカラヤン、バーンスタインなどの伝説の名演
奏を８Ｋ、22.… 2 サラウンドでリマスターしてお届けする。ラジオ第１では、震災 25 年
を迎える神戸の様子を中継で伝えながら、震災の経験や記憶をどう伝えるかをテーマ
に特集を、ＦMでは放送開始 20 年「世界の快適音楽セレクション」千回記念スペシャ
ルを放送する。
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〈総合テレビの主な番組〉
（特集番組）
・京の都を守る霊山「祈り」の道～絶景の参詣道をゆく～… 1 日（水）
・２０２０年新春ニッポン“にぎわい”リレー… 1 日（水）
・もふもふモフモフ　神ネタ新ネタ集めちゃいましたスペシャル… 1 日（水）
・ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯　新春！沖縄スペシャル… 1 日（水）
・東京ミラクル　第 4集「老舗ワンダーランド……佐藤健・物々交換の旅」… 1 日（水）
・バーチャル紅白歌合戦… 1 日（水）
・さわやか自然百景　新春特集　美しき色彩の国　日本… 2 日（木）
・黒子の美学　『麒麟がくる』　衣装デザイナー・黒澤和子の世界… 2 日（木）
・日本人のおなまえっ！×みんなで筋肉体操「筋肉のおなまえ SP」… 2 日（木）
・福山雅治×香川照之の「生き物すごいぜ！」… 2 日（木）
・新春TV放談２０２０… 2 日（木）
・新春生放送！東西笑いの殿堂２０２０… 3 日（金）
・さし旅「マニア集結！伊勢神宮開運お持ち帰りツアー」… 3 日（金）
・チコちゃんに叱られる！～新春「麒麟がくる」コラボスペシャル～… 3 日（金）
・正月時代劇「そろばん侍　風の市兵衛ＳＰ～天空の鷹（たか）～」… 3 日（金）
・ＮＨＫ杯…輝け！ ! 全日本大失敗選手権
　　～みんながでるテレビ～新春スペシャル… 3 日（金）
・有吉のお金発見　突撃！カネオくん
　　大河ドラマ「麒麟がくる」がくるぞ SP… 4 日（土）
・あなたも絶対行きたくなる！日本最強の城　明智光秀スペシャル… 4 日（土）
・SONGS……OF……TOKYO… 4 日（土）、19 日（日）
・ひとモノガタリ「マグロの町に 57 歳の新人漁師がきた」… 5 日（日）
・北アルプスドローン大縦走～天を突く白き槍ヶ岳～… 5 日（日）
・令和 2年消防出初式… 6 日（月）
・ファミリーヒストリー
　　パンダ・サイヒン～和歌山・白浜パンダ一家のルーツ～… 6 日（月）
・世界は教科書でできている！… 7 日（火）
・２０２０スタジアム… 8 日（水）
・まるごと STAR……WARS　～いよいよ完結スペシャル～… 10 日（金）
・あなたが主役 50 ボイス「麒麟がくる」… 11 日（土）
・しろくまピース 20 歳～家族と歩んだ“いのち”の軌跡～… 11 日（土）
・おやすみ日本　眠いいね！… 12 日（日）
・平野レミの早わざレシピ！２０２０初春… 13 日（月）
・ひとモノガタリ～日韓フリーハグのむこうに～… 13 日（月）
・『麒麟がくる』まで待てない！
　　戦国大河ドラマ　思い出の名場面スペシャル… 14 日（火）
・歌会始… 16 日（木）
・ごごナマ　阪神・淡路大震災 25 年… 17 日（金）
・カウントダウン大河「麒麟がくる」… 18 日（土）
・ＮＨＫ杯輝け！！全日本大失敗選手権… 25 日（土）

（定時番組）
・土曜時代ドラマ「大富豪同心」（9）、（10）… 4 日、11 日（土）
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・海外連続ドラマ「グッド・ファイト」（1）〈新〉、（2）、（3）、（4）〈全 10 回〉
… 5 日、12 日、19 日、26 日（日）
・アニメ「映像研には手を出すな！」（1）〈新〉、（2）、（3）、（4）
… 6 日、13 日、20 日、27 日（月）
・土曜ドラマ「心の傷を癒すということ」（1）〈新〉、（2）〈全 4回〉… 18 日、25 日（土）
・大河ドラマ「麒麟がくる」（1）〈新〉… 19 日（日）～
・ドラマ 10「ハムラアキラ～世界で最も不運な探偵～」（1）〈新〉、（2）〈全 7回〉
… 24 日、31 日（金）
・聖☆おにいさん　第Ⅲ紀（1）、（2）… 11 日、18 日（土）
・聖☆おにいさん　第Ⅱ紀（2）… 25 日（土）
・ＮＨＫスペシャル　
　　「２０２０巻頭言　10years……after　未来への分岐点」… 1 日（水）
　　「僕が認知症になって気づいたこと」… 11 日（土）
　　「食の起源　第 3集『脂』　発見！人類を救う“命のアブラ”」… 12 日（日）
　　「ホットスポット最後の楽園　season3　第 1回　巨大生物が集う海
　　　　～メキシコ・ユカタン半島～」… 26 日（日）

（スポーツ番組）
・第 99 回天皇杯 JFA全日本サッカー選手権大会　決勝… 1 日（水）
・全国大学ラグビー　準決勝・決勝… 2 日（木）、11 日（土）
・第 38 回全国都道府県対抗　女子駅伝… 12 日（日）
・大相撲初場所… 12 日（日）～ 26 日（日）
・第 25 回全国都道府県対抗　男子駅伝… 19 日（日）
・全豪オープンテニス２０２０… 20 日（月）～ 31 日（金）

〈Ｅテレの主な番組〉
（ＥＴＶ特集）
・追悼　緒方貞子さん… 18 日（土）
・ナウシカを生きる～尾上菊之助・創造の現場～… 25 日（土）

（定時番組）
・なりきり！むーにゃん生きもの学園　サイエンススタジアム公開収録
… 4 日、11 日、18 日（土）
・天てれアニメ「ブレーカーズ」… ……7 日、14 日、21 日、28 日（火）
・サイエンスＺＥＲＯ　サイエンススタジアム公開収録… 12 日、19 日（日）
・すイエんサー　サイエンススタジアム公開収録… 21 日、28 日（火）

（その他の主な番組）
・新春　能狂言… 1 日（水）
・香川照之の昆虫すごいぜ！正月スペシャル… 1 日（水）
・新春眼福！花盛り～古典男子による日本芸能今のカタチ～… 1 日（水）
・塩野七生と高校生の対話… 1 日（水）
・ウィーン・フィル　ニューイヤーコンサート２０２０… 1 日（水）
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・１００分…ｄｅ…ナショナリズム… 1 日（水）
・新春将棋特番～騎士が語る！ＮＨＫ杯平成の名局～… 2 日（木）
・ふるカフェ系ハルさんの休日スペシャル～千葉・金谷　カフェ復興物語～…2 日（木）
・新春囲碁スペシャル対局　藤沢里菜女流本因坊　対　黒嘉嘉七段… 3 日（金）
・第 62 回ＮＨＫニューイヤーオペラコンサート… 3 日（金）
・知恵泉　お正月スペシャル… 3 日（金）
・ろんぶ～ん… 6 日、13 日、20 日、27 日（月）
・ＮＨＫ浪曲特選・冬… 25 日（土）
・俳句王国がゆく　広島県福山市… 26 日（日）

〈ＢＳ 1 の主な番組〉
（特集番組）
・ＢＳ１スペシャル
　　「13 年ぶりの栄冠！ホンダF1はなぜ勝てたのか」… 1 日（水）
　　「欲望の資本主義２０２０～不確実性の時代に日本はどこへ？～」… 3 日（金）
　　「気候クライシス～ＩＰＣＣ特別報告書からの警告～」… 13 日（月）
　　「知られざる絆～日本とローマ教皇 400 年の交流～」… 16 日（木）
　　「阪神・淡路大震災 25 年“しあわせ運べるように”
　　　～神戸が生んだ奇跡の歌～」… 18 日（土）
　　「熱戦！イヌと人が共に戦うスポーツ
　　　～アジリティー世界大会２０１９～」… 25 日（土）
・２０２０　決戦への覚悟　サッカー日本代表＆五輪代表監督　森保　一… 1 日（水）
・COOL……JAPAN　新春スペシャル２０２０… 1 日（水）
・スポーツ酒場“語り亭”「東京２０２０　オリンピックイヤー幕開け SP」… 2 日（木）
・グレートレース「ブラジル 600kmマウンテンバイクレース」… 4 日（土）
・奇跡のレッスン
　　「フィギュアスケート　ハビエル・フェルナンデス」… 5 日（日）
　　「パティシエ　ジャン＝ポール・エヴァン」… 31 日（金）
・地球タクシー
　　「師走の東京を走る」… 13 日（月）
　　「秋田を走る」… 26 日（日）
・駅ピアノ「神戸・西神中央駅」… 17 日（金）
・勝利の条件　スポーツイノベーション
　　「競歩　東京オリンピックで圧倒的に勝つ！」… 31 日（金）

（定時番組）
・ラン×スマ
　　「ドリームチームが挑む！前編」　… 29 日（水）
・ザ・ディレクソン
　　「in　金沢」… 25 日（土）
・チャリダー★快汗！サイクルクリニック
　　「白熱！バンクリーグ～自転車競技のニューウェーブを体感～」　… 4 日（土）
　　「初挑戦！ロゲイニング～自転車で味わう福島・南相馬の魅力～」… 25 日（土）



5

No.4475 2019.12.23（月）

・球辞苑
　　「九番打者」… 11 日（土）
・パラ×ドキッ！
　　「レジェンド中のレジェンド　卓球・別所キミヱの真髄に迫る」… 5 日（日）
　　「現れたスピードスター　陸上・井谷俊介」　　　　… 12 日（日）
・武井壮のパラスポーツ真剣勝負
　　「いよいよ東京パラリンピックイヤー！　スペシャル」… 18 日（土）
・COOL　JAPAN～発掘！かっこいいニッポン～
　　「ニッポン人あるある～That ’s……So……Japanese ～」… 5 日（日）
　　「フルーツ　～ fruits ～」… 12 日（日）
・世界はTokyo をめざす
　　「美しさと強さとの闘い…勝つのは誰だ…～台湾…女子空手～」　… 5 日（日）

（スポーツ番組）
・第 73 回ライスボウル　アメリカンフットボール日本選手権… 3 日（金）
・ＡＦＣ　Ｕ－ 23 アジア選手権… 9 日（木）～ 26 日（日）
・全日本総合バスケットボール選手権… 11 日（土）、12 日（日）
・スキージャンプ女子ワールドカップ
　　「札幌大会」… 11 日（土）
　　「蔵王大会」… 17 日（金）～ 19 日（日）
・全日本卓球選手権… 18 日（土）、19 日（日）
・Bリーグ　オールスターゲーム２０２０… 18 日（土）
・バレーボール　Ｖリーグ　女子セミファイナル・ファイナル… 25 日（土）、26 日（日）

〈ＢＳプレミアムの主な番組〉
（ドラマ・アニメ）
・ＢＳ新春時代劇　「立花登青春手控えスペシャル」… 3 日（金）
・プレミアムドラマ　「贋作　男はつらいよ」（1）〈新〉〈全 4回〉… 5 日（日）
・ＢＳ時代劇　「大岡越前 5」（1）〈新〉〈全 7回〉… 10 日（金）
・スーパープレミアム　「山本周五郎ドラマ　さぶ」… 11 日（土）
・シリーズ横溝正史短編集Ⅱ　金田一耕助　踊る！〈全 3回〉
　　第 1回… 18 日（土）
　　第 2回、第 3回… 25 日、2月 1日（土）
・海外ドラマ　「ライザのサバヨミ大作戦！」（1）〈新〉〈全 18 回〉… 31 日（金）

（特集番組）
・真相解明！本能寺の変サミット２０２０… 1 日（水）
・巨樹百景～神様の木に会う～… 1 日（水）
・渡辺直美のナオミーツ　in　原宿… 2 日（木）
・一・二・三！羽生善治の大逆転将棋２０２０… 2 日（木）
・即位の礼・晩餐会　密着　ホテルマンの 72 時間… 2 日（木）
・新春・宝塚スペシャル… 3 日（金）
・鑑定！どうぶつ不動産 2　～北海道スペシャル～… 3 日（金）
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・映像の世紀プレミアム　第 15 集「東京　熱狂の１９６４」… 3 日（金）
・英雄たちの選択　正月スペシャル
　　「徹底解剖！百人一首　～王朝の雅に秘められた謎～」… 4 日（土）
・グレートトラバース 3　～日本三百名山・人力踏破～　第二十一集… 4 日（土）
・壇蜜　生と死の坩堝（るつぼ）　イスタンブール… 8 日（水）
・アーススキャナー「サハラ砂漠＆アルゼンチン」… 8 日（水）
・歌のあとさき　「島津亜矢」①～④… 10 日、17 日、24 日、31 日（金）
・行くぞ！最果て！秘境×鉄道「マダガスカル編」… 11 日（土）
・乃木坂 46 のガクたび！… 12 日、19 日（日）
・探検！世界の水族館の舞台裏「アメリカ　フロリダ水族館」… 15 日（水）
・スーパープレミアム　涙のおもてなしスペシャル… 18 日（土）
・今夜の旅はドラマチック　「フランス・アルザス」… 21 日（火）
・第 19 回東京国際キルトフェスティバル　～布と針と糸の祭典～… 25 日（土）
・お宝を掘り当てろ！！イタリア　アンティーク鑑定旅… 25 日（土）
・体感！グレートネイチャー
　　「驚異のカラフル奇岩地帯　～北米大陸誕生の秘密～」… 25 日（土）
・欽ちゃんのアドリブで笑（ショー）… 26 日（日）
・イッピンスペシャル　工芸女子 9人華麗なる挑戦… 28 日（火）
・空旅中国　「桂林　山水画の世界を飛ぶ」… 29 日（水）

〈ＢＳ４Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・千住博　空海の宇宙を描く… 1 日（水）
・京都・山里の宿～花脊の秋の物語～… 2 日（木）
・中国秘境・謎の民　チベットの森に暮らす“鳥の民”… 2 日（木）
・秘境中国　謎の民　山頂に響く魂の歌… 4 日（土）
・国際共同制作　　メガファイア　巨大火災の脅威… 5 日（日）
・ワンダーウォーク　④「谷川連峰　道なき道ゆく　沢登り」… 12 日（日）
・ドキュメント　スペース・スペクタクル
　　プロローグ… 12 日（日）
　　第 1集… 19 日（日）
　　第 2集… 26 日（日）
・陶王子 2万年の旅　器の来た道
　　（前編）、（後編）… 12 日、19 日（日）
・グレートレース　
　　ブラジルの大自然を駆け巡れ！大西洋岸 600kmの自転車レース… 18 日（土）
・東京 JAZZ ①、②… 19 日、26 日（日）
・プレミアムシアター　チューリッヒ歌劇場　歌劇「ナブッコ」… 20 日（月）

（ドラマ・アニメ）
・ＢＳ新春時代劇　立花登青春手控えスペシャル… 3 日（金）【ＢＳプレミアム同時】
・正月時代劇　「そろばん侍　風の市兵衛ＳＰ～天空の鷹～」… 3 日（金）
・海外ドラマ　「薔薇の名前」（5）、（6）、（7）… 5 日、19 日、26 日（日）
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・リバイバルドラマ　Ｗの悲劇… 8 日（水）
・スーパープレミアム　山本周五郎ドラマ「さぶ」… 18 日（土）
・大河ドラマ　「麒麟（きりん）がくる」（1）〈新〉… 19 日（日）

（スポーツ番組）
・全日本バスケ
　　女子準決勝、男子準決勝… 11 日（土）
　　女子決勝… 12 日（日）
　　男子決勝… 12 日（日）

〈ＢＳ８Ｋの主な番組〉
（特集番組）
・世界で一番美しい本　フランス・12 ヶ月の愛おしい暮らし… 1 日（水）
・ここまで見える！８Ｋでよみがえる幕末・明治の日本… 2 日（木）
・青　金　緑　平山郁夫　色彩と人生… 3 日（金）
・８Ｋ完全版　２００１年宇宙の旅… 5 日（日）
・古典芸能への招待　～第２回…古典芸能を未来へ…囃子～… 5 日（日）
・いまよみがえる伝説の名演奏・名舞台
　　第 1回「バーンスタインのベートーベン「第 9」」… 5 日（日）
　　第 2回「クライバーのモーツァルトとブラームス」　… 12 日（日）
　　第 3回「カラヤンのチャイコフスキー」　… 19 日（日）
　　第 4回「ベームのモーツァルト」　… 26 日（日）
・名曲アルバム紀行　～水の都ベネチアに音楽を訪ねて～… 12 日（日）
・Ｎ響演奏会（生中継）… 31 日（金）

（スポーツ番組）
・大相撲　初場所… 12 日（日）～ 26 日（日）
・全日本卓球選手権… 18 日（土）、19 日（日）

〈ラジオ第 1 の主な番組〉
［特集番組］
・新春！「発掘！ラジオアーカイブス」～ラジオ放送開始 95 年～… 1 日（水）
・アリス　3人合わせて 211 歳　「限りなき挑戦」… 1 日（水）
・王手！最後のお願い（新春スペシャル）… 1 日（水）
・２０２０　最速王は誰だ！？… 2 日（木）
・神田松之丞がいざなう講談の世界… 2 日（木）
・懐かしのポップストップ 10… 3 日（金）
・ヤバイラジオ屋さん… 3 日（金）
・冬休み子供科学電話相談… 4 日（土）、5日（日）
・正月バラエティー　お笑い冬の陣… 4 日（土）
・ＦｏｏｒｉｎとＥｎｊｏｙ！スポーツ… 4 日（土）
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・タマリバラボ　第 2弾… 5 日（日）
・関西発ラジオ深夜便　特集　阪神・淡路大震災 25 年
　　知らない世代に、伝えたいこと… 16 日（木）

［スポーツ番組］
･ 天皇杯サッカー… 1 日（水）
･第 96 回東京箱根間往復大学駅伝… 2 日（木）、3日（金）
･全国大学ラグビー　決勝… 11 日（土）
･全国都道府県対抗　女子駅伝… 12 日（日）
･大相撲初場所… 12 日（日）～ 26 日（日）

〈ＦＭの主な番組〉
［特集番組］
・元旦吉例！弘兼北原熱血音楽対決… 1 日（水）
・きき初め　邦楽特選… 1 日（水）～ 3日（金）
・雅楽… 1 日（水）
・しぶやさんといっしょ～渋谷毅がピアノを弾くだけの 30 分～… 1 日（水）～ 3日（金）
・新春謡曲狂言… 1 日（水）～ 3日（金）
・新春民謡列島２０２０… 1 日（水）
・坂本龍一　ニューイヤー・スペシャル… 1 日（水）
・ひふみんと錦織健の対局クラシック　第 2局… 1 日（水）
・クロスオーバーイレブン２０２０新春… 1 日（水）～ 3日（金）
･夜の停車駅２０２０新春… 2 日（木）～ 4日（土）
・新春吟詠… 2 日（木）、3日（金）
・岡村靖幸のカモンエブリバディ　初春ライブＳＰ… 2 日（木）
･まるっと“J-CULTURE…FEST　にっぽん・和心・初詣”２０２０… 3 日（金）
･音楽ガハハＺ… 3 日（金）
･第 73 回全日本学生音楽コンクール　全国大会… 4 日（土）
･特集オーディオドラマ　歌が生まれる… 4 日（土）
･ LOVEBITES のトワイライト・スクリーム… 5 日（日）
･世界の快適音楽セレクション　祝・1000 回記念スペシャル… 25 日（土）
…
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国際放送 1 月の番組編成について
〔国際放送局〕

国立競技場が完成するなど、半年後に迫った東京オリンピック・パラリンピックに
向けての動きを積極的に伝えていく。また年明け早々には、台湾の総統選挙が行われる。
「1つの中国」の原則のもと、中国本土での台湾の経済活動に優遇策を発表するなど習
政権が揺さぶりをかける中、中国に批判的な姿勢をとる現職の民進党・蔡英文総統が
再選されるのか注目される。
番組では、阪神・淡路大震災から 25 年の節目に合わせ、兵庫県関連の番組を集中編
成する。“HYOGO:…Way…to…GO”をキャッチコピーに神戸放送局とも連携し、復興を遂
げた神戸の街の姿、そして兵庫県の魅力を世界に発信する。また、NHK交響楽団の名
演を世界に届ける特集番組のほか、バレリーナ吉田都の引退までの 1年を追った「バ
レリーナ吉田都　引退までの闘いの日々」や、フランスとの国際共同制作「“メガファ
イア”　巨大火災の脅威」など多彩な番組を編成する。

〈ＮＨＫワールド JAPAN の主な番組〉
■兵庫特集“HYOGO: Way to GO”主な関連番組
・J-MELO…in…神戸　パート①・パート②… 6 日（月）・13 日（月）
・DESIGN…TALKS…plus「デザインハンティング　兵庫編」… 9 日（木）
・Journeys…in…Japan「朝来　近代化遺産と天空の城」… 14 日（火）
・CYCLE…AROUND…JAPAN…Highlights「兵庫　未来につなぐ道」… 30 日（木）
〈主なアンコール番組〉
・J-Trip…Plan「特集　インフラ観光」… 27 日（月）
・Japan…Railway…Journal…「三セク鉄道の優等生　智頭急行」… 10 日（金）
・Have…A…Nice…Stay!「三宮　神戸」… 12 日（日）
・Train…Cruise…「大阪発・里山をめぐり日本海へ（播磨～城崎）」… 18 日（土）
・Walking…into…the…Herat…of…Old…Japan「篠山街道（兵庫）」… 19 日（日）

■その他の主な特集番組
・Masterpieces…of…NHK…Symphony…Orchestra…Ⅱ… 3 日（金）・4日（土）・5日（日）
・NHK…WORLD…PRIME「SAMURAI…WALL…サムライの城壁、海を渡る」… 4 日（土）
・NHK…WORLD…PRIME「北朝鮮　“帰国事業”　60 年後の証言」… 11 日（土）
・NHK…WORLD…PRIME「バレリーナ吉田都　引退までの闘いの日々」… 18 日（土）
・“メガファイア”　巨大火災の脅威　第 1部・第 2部… 25 日（土）・26 日（日）
・NHK…WORLD…PRIME「解説スタジアム　ひとつ屋根の下で生きる
　　　　　　　　　　　　　～外国人との共生社会のこれから～」… 25 日（土）

〈ラジオ国際放送の主な番組〉
ニュースでは阪神・淡路大震災から 25 年を迎える神戸での追悼式典を中心に、各地
で進められる防災対策や課題について報じるとともに、開幕まで半年に迫った東京オ
リンピック・パラリンピックに関連する催しや、開催に向けて高まる気運についても
詳しく伝える。
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番組では、年始にNHK交響楽団の名演を 3回シリーズで放送するほか、BOSAI 関
連の企画を厚めに伝える。
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